
※1：現地係員がご案内いたします。

💎 行程表【 2019 年 11 月 ２ 日(土) ～ 11 月 ３ 日(日) 】

日付 行　　　程

11月2日
(土)

　集合：JR宮崎駅東口 08:20　※全行程貸切バス(中型)による移動となります。

　JR宮崎駅 ＝＝＝ 小丸川発電所※1 ＝＝ このはな館(昼食) ＝＝＝ 一ツ瀬ダム※1

   08:30　 　　　   10:00　11:30　   　　12:30　  　13:30　　     14:00（～16:00）

　　＝＝＝＝ ホテル ＝ 夕食会場

　      　    17:30　    18:00（～20:00）

【食　事】　朝：×　　　昼：このはな館　　　夕：都城グリーンホテル(グランドメニュー)

11月3日
(日)

　ホテル ＝＝ 都城島津邸 ＝＝ 霧島酒造工場・霧の蔵ブルワリー(昼食) ＝＝ 関之尾滝 ＝＝＝

  09:00     　 09:20  10:20 　   10:40　                          13:00       13:30 14:30

　　＝ 黒北発電所 ＝＝＝ ダム総合管理室※1 ＝＝ JR宮崎駅

       15:30　16:00      　16:30    　17:00　 　　 17:30    (到着は予定よりも遅れる場合がございます)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※1：現地係員がご案内いたします。

【食　事】　朝：ホテル　　　昼：霧の蔵ブルワリー(霧島酒造施設内)　　　夕：×

💎 旅行代金（お一人様代金(税込)）

３７，０００円
§旅行代金に含まれるもの　：行程中の交通費、食事代４回分(朝１回･昼２回･夕１回)、バス・運転手経費、
                            添乗員経費、現地係員経費、見学費用等。
§旅行代金に含まれないもの：集合地まで、また解散後の交通費、食事代等。国内旅行保険料(任意)。

💎 旅行条件　＊交通事情及び天候等の都合やダム設備等の稼働状況により、所要時間、コースが変更になる場合があります。

§募集人数 …… 25名〔最少催行人員15名：お申込が14名様以下の場合中止とさせていただくことがございます。〕
§宿泊ホテル … ベッセルホテル都城〔ツイン又はシングルルームをご準備いたします。〕
§輸送機関 …… 貸切バス(中型)〔宮崎交通バス〕　　§添乗員 ……… 同行いたします。
§食事 ………… 11/2：昼食は『このはな館(西都市)』でご準備しています。 夕食は都城グリーンホテルにて『グランドメニュー(フランス料理)』
　　　　　　　　をご堪能いただきます。　11/3：朝食はホテルにて、また昼食は『霧の蔵ブルワリー(霧島酒造施設内)』でご準備しています。 
§申込方法 …… 裏面下部のお申込書にご記載いただき、ＦＡＸ、E-mail又は郵送(必ずコピーして)にてお送りください。
　　　　　  　　お申込みは先着順で、締切は2019年10月４日(金) とさせていただきます。
§その他 ……… 当ツアーへは満18歳以上の方のみのお申込みとさせていただきます。また、ドローン撮影は、気象条件等により機器の使用が困難
　　　　　　　　な場合は、実施できない場合がございます。なお、当ツアーで撮影した写真等を九電グループの広告素材等に使用させていただく
　　　　　　　　場合がございますので、予めご了承ください。

宮崎県央３水系のダム･発電所巡りと

都城の食を楽しむツアー

九州最大のアーチ式コンクリートダム

【一ツ瀬ダム】

都城産宮崎牛ロースステーキ
がメインのフランス料理

ツアー特典

宮崎県最古の水力発電所

九電旅行サービス【九電産業株式会社 旅行部（観光庁長官登録旅行業 第1879号）】

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館６階 営業９:00～17:30(土･日･祝 休み)

TEL:092-731-4891 FAX:092-771-0208 E-mail:mice@kyudensangyo.co.jp 担当： 緒方、大石

＜旅行企画･実施･問合せ･申込み＞

11：00～11：40 工場見学

12：00～13：00 昼食

【九州電力インフラツアーと都城市ミートツーリズムのコラボ企画】
～ 都城市ミートツーリズムツアー造成支援事業費補助金適用 ～

焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン

【霧島酒造工場】

九州最大の

揚水式水力発電所

【小丸川発電所】

宮崎県最古の

水力発電所

【黒北発電所】

一ツ瀬ダムにおいては､ご希望者のみ

｢キャットウォーク」の歩行をご体験

いただきます。

＊都城市PRﾛｺﾞ利用許諾 第388号

九州最大の
アーチ式ダム

ドローンによる記念撮影！

ミートツーリズム

グランドメニュー 【都城グリーンホテル】

mailto:mice@kyudensangyo.co.jp


 
１ 募集型企画旅行契約 ５ 旅行代金に含まれないもの ９ 個人情報の取扱いについて
(1)この旅行は、九電旅行サービス(以下｢当社｣といいます。)が企画・募  第４項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示い (1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報
 集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型  たします。  について、お客様との連絡のために利用させていただくほかお客様がお
 企画旅行契約(以下｢旅行契約｣といいます。)を締結することになります｡ (1)コースに含まれない交通費、クリーニング代、電報電話料、その他の  申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービ
(2)旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット(以下｢契約書面｣といい  追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。  スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で
 ます。)・インターネットホームページ上に掲載されている旅行条件書･ (2)自宅から発着場所等集合・解散地点までの交通費・旅程記載以外の宿  利用させていただきます。
 出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行  泊費等。  ※このほか、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と提携する企
 契約の部(以下｢約款｣といいます。)によります。 ６ 取消料  業商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご
２ 旅行契約のお申し込みおよび契約成立 (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅  感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。
(1)当社において、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びそ  行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。な  ⑤統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあ
 の他の方法にてお客様からの旅行契約のお申 し込みまたはご予約を承り  お、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお  ります。
 ます。  客様からは１ 室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 (2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電
(2)来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記 ◆国内旅行に係る取消料 ＜ 表 1 ＞  話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要とな
 の申込金を添えてお申込みいただきます。  る最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同利用
(3)当社は電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の通信手段(｢ させていただき ます。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品
 以下電話等｣)による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございま 及び催し物内容など のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、
 す。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社がご予約 これを利用させていただ くことがございます。
 の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と (3)当社は、旅行際でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様
 申込金を提出していただきます。この期間内に、申込金を提出されない  の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客
 場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いいたします。  様の氏名、等の個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミ
(4)申込金の額は以下の通りです。なお申込金は｢旅行代金｣｢取消料｣｢違  リで送付することによって提供します。なお、これらの事業所への個人
 約金」のそれぞれの一部または全部として取り扱いいたします。  データの提供の停止を希望される場合は、当社窓口あて、出発前までに

 お申し出ください。
10 旅行条件・旅行代金の基準

(2)当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利  この旅行条件は2019年４月１日現在の運賃、料金を基準としています。
 用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も<表１>の取消料の対  また、旅行代金は2019年４月１日現在有効なものとして公示されている
 象となります。ただし、当該パンフレットの｢取消料等｣に当社の定める  交通機関運賃・適用規則または現在国土交通大臣に認可申請中に交通機
 期限を記載している場合は、当該期限以降の変更はできません。  関運賃・適用規則を基準として算出しています。

３ 旅行代金のお支払い (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日に
  旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる  おいてお客様が旅行契約を解除したものとし、<表１>の料率で違約金を
 日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさか  いただきます。
 のぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の ７ 添乗員と旅程管理
 当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 (1)添乗員の同行の有無は募集パンフレットに明示いたします。
４ 旅行代金に含まれるもの (2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実
(1)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金)  施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または
(2)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金  一部を行います。
(3)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 ８ 旅程保証
(4)添乗員同行費用(添乗員同行の有無はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに明示いたします。)  当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定
(5)旅行日程中(1日目出発場所⇔2日目解散場所)における旅行傷害保険料  の率を乗じた額の変更補償金をお支払いいたします。詳しくはインター
 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払  ネットホームページ上に掲載の旅行条件書(全文)でご確認ください。
 い戻しはいたしません。

( 才)

💎 主な見どころ　＊出典(引用)：九州電力株式会社ホームページ、都城市ホームページ

(代表者) 　携　帯：　　　　　－　　　　　－
　自　宅：　　　　　(  　　　　　)
　ＦＡＸ：　　　　　( 　　　　　 )

💎 お申込書
【下記欄にご記入いただき、①FAX、②E-mail、③郵送(コピーの郵送)の各方法にてお申込みを承ります｡〔先着順で締切は10/4(金）〕】

　① FAX：092-771-0208　 ② E-mail：mice@kyudensangyo.co.jp 　③ 郵送：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-8 電気ﾋﾞﾙ北館６階

フリガナ 連絡先（携帯電話／無い場合はご自宅） お申込人数

希望：　あり ・ なし
(いずれかに○をご記入ください｡)

(参加人数)

人

お名前 人

年　齢

住所（資料、最終行程表、集合のご案内等の送付先）

(〒　　　　－　　　　　)

［その他(２名様以上でお申込みの場合は、参加者名・年齢をご記入ください。)］ ＊｢キャットウォーク｣歩行のご希望

お申込みのご案内（お申込みいただく前に、この頁と表紙コース内容・条件等を必ずお読みください。

企画お問い合わせ先

【小丸川発電所】

九州最大の揚水式発電所(最大出力120万kW)。発電所の上部と下部にダムを造り、電気の使用量の少ない時間に下部ダムの水を上部ダムへ汲み上げ(揚水)、

使用量の多い時間に上部ダムの水を下部ダムへ落として発電します。なお、最近では昼間の太陽光で発電した電気を利用して揚水を行っています。

【一ツ瀬ダム】

宮崎県西都市の一ツ瀬川に九州電力が建設したダム。高さ約130メートルのアーチ式コンクリートダムで、その大きさは九州最大です。

今回はご希望の方に「キャットウォーク＊」の歩行をご体験いただきます。 ＊キャットウォーク：ダム堤体の高さ約70メートル付近にある点検用通路です。

【関之尾滝】

甌穴群を有す「日本の滝100選」のひとつに指定されています。今回は関之尾滝周

辺をご散策いただきます。

【都城島津邸】

今年で開館10年目を迎えた都城島津邸。「都城島津家史料」の重要文化財「朝鮮国書」や宮崎県指定文化財指定の史

料「庄内地理志」等とともに、地域史料である寄贈・寄託史料が展示されています。

【黒北発電所】

明治40年に完成した宮崎県で最も古い電気事

業用発電所。

宮崎県内第１号の国の登録有形文化財として

登録されています。

＊本紙に掲載の写真は全てイメージです。

【九電産業株式会社 旅行部】
観光庁長官登録旅行業 第1879号 (一社)日本旅行業協会正会員

TEL:092-731-4891/FAX:092-771-0208
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館６階

営業時間：平日9：00～17：00（土・日・祝 休み）

総合旅行業務取扱管理者：大石 亮 担当：緒方 遼

お申込金 5,000円 10,000円 20,000円
旅行代金の

20％

（おひとりさま）
旅行代金

2万円未満 5万円未満  10万円未満 15万円以上

1)21日目にあたる日以前の解除
契約解除の日 取消料(おひとりさま)

6)旅行開始日の解除または無連絡
   不参加

無料
旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

2)20日目にあたる日以降の解除
（3〜6を除く）
3)7日目にあたる日以降の解除
（4〜6を除く）
4)旅行開始日の前日の解除
5)当日の解除(６を除く)

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

mailto:mice@kyudensangyo.co.jp

